
第 57 回白鷺祭（大学祭）を 10 月 15 日（土）・16 日（日）に 

開催します。 

第 57 回白鷺祭テーマは 

Fresh Start 

～もう一度～ 

令和 4 年１０月 15 日（土） 10：00～15：00 

16 日（日） 10：00～16：00 

※新型コロナウイルス感染対策を行っています。ご協力お願いいたします。 

 入り口・・１箇所のみ 正門からご入場してください。 

 来場される方は 必ずマスク着用でご来場ください。 

入り口では検温・消毒・連絡先のご記入をお願いいたします。 

 体温が 37.5 度以上の方、風邪の症状等がある方はご来場をお断りしています。 

模擬店の出店は感染対策のため連年より大幅に少なくしています。ご了承くだ  

さい。ご来場の際は、出来るだけ公共交通機関をご利用ください。なお、駐車  

場は、運動場へ用意しておりますが駐車場の台数も限られています。 

満車の場合は駐車できないこともございます。ご了承ください。 

 

浅香航大トークショー 

日程：10 月 15 日（土） 

時間：OPEN 13：30～  START 14：00～  

場所：中国学園 体育館  

10 月 1 日より、プレイガイドで 一般チケットを販売します 

のでお求めください。 

一般（前売り・当日共に）1,000 円 

席数に限りがあります。 

〈お願い〉 

●ご来場いただく前に、チケット半券裏に氏名・連絡先(電話番号)をご記入ください。 

状況に応じて保健所などの公的機関へ提供する場合があります。 

混雑緩和のため、事前にチケット半券裏に、氏名・連絡先電話番号をご記入いただき、 

ご来場ください。万が一、新型コロナウイルスに感染された方が本公演をご鑑賞された場合

は、このご連絡先を保健所等の公的機関へ提出することがあります。お客様の個人情報は、そ

の他の目的以外には使用せず、公演日から 4 週間保管後、適切な手段で廃棄いたします。  

マスク着用・消毒等お願いいたします。 



四千頭身無料ライブ！ 

日程：10 月 16 日（日）  

時間：OPEN 13:00～ START 13：30～ 

場所：中国学園 体育館 

※ 当日整理券を配布します。 

整理券のない方はご入場出来ません。 

ご了承ください。 席数に限りがあります。 

  マスク着用・消毒等お願いいたします。 

※整理券配布について 

10 月 16 日（日）11：30～ 体育館前にて整理券を配布します。 

先着順です。なくなり次第終了します。 

整理券には 氏名・連絡先（電話番号）を記入してください。 

※展示・交流企画・各学科講座等 

 

 

 

 

 



展示・公演

10:00 10:00
開会式(放送）
10:10
模擬店宣伝

11:00

12:00

13:00

13:30 13：30～
トークショー　開場

14:00

15:00 終了

 15日(土)　タイムテーブル

　☆学園内であるものを身につけたウォーリーを探して、景品をゲット！してください。

14：00～15：00

浅香航大
トークショー

（8号館2階）

10:30～12:00
ＬＩＶＥ

軽音サークル

■10：00～15:00 3階 9301・9302

国際教養学部 『ホームカミングデー』

●10:00～16:00 1階

就職支援センター

【～しらさぎカフェ～卒業生のカタリバ】

★射的 《縁日》 1階 K102

情報ビジネス学科1年

■10:00～15：00 4階 K404

情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 『ホームカミングデー』

● 13：00～14：00 図書館公開講座

～新聞のプロから学ぶ～

わかりやすい文章を書くこつ （受講料無料）

●10:00～12:00 2階 1202・1203

人間栄養学科4年 【卒業研究発表】

★ジェンガの積み立て《展示》 2階 1201A

人間栄養学科1年

★ストライクアウト《ゲーム》 ３階 1304

総合生活学科1年

■10:00～15:00 3階 1303

総合生活学科 『ホームカミングデー』

■10:00～15:00 4階 栄養教育実習室（1401）

現代生活学部 『ホームカミングデー』

★ゴーストバスター 《展示》 1階 3101

保育学科1年

■13:00～15:00 1階 3101・3103 

保育学科 『ホームカミングデー』

● 11：00～15：00 1階 特設コーナー

入試広報部入試広報課 【個別進学相談会】

★10:00～ 1階 ﾗｳﾝｼﾞ

《心と身体の美容コーナー》 学生課・保健室

ﾘﾗｯｸｽ度ﾁｪｯｸ・皮膚水分ﾁｪｯｸ、ﾏｯｻｰｼﾞ

●10：00～12:00 3階 M301

【60周年記念講演会】

●10:00～15:00 4階 M405

子ども学部 【子ども科学体験】

●10：00～15：00 5階 M503

子ども学部 【おやこ広場】

■10:00～15：00 5階 Ｍ501

子ども学部 『ホームカミングﾃﾞｰ』

 5階 M501 授乳場所

 



展示・公演

10:00 10:00　
迫力満点！                      　　 　　

『和太鼓サークル』演奏

11:00 11:00
誰もが釘付け？キレキレのダンス
を楽しみましょう

　　『ダンスサークル』
　　
　　11:30

13:00 13：00～
お笑いライブ　開場

13:30～14：00　開演

　四千頭身お笑いライブ

14:00

15:00 15:00
ビンゴ大会

16:00 閉会式　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美化活動

16日(日)　タイムテーブル

11:30～　

ノリノリの歌謡ショー　🎤

   『フットサルサークル』

　☆学園内であるものを身につけたウォーリーを探して、景品をゲット！してください。

11：30～　体育館前にて
四千頭身さんお笑いライブ整理券
を配布！

●11：00～15：00 1階 特設コーナー

入試広報部入試広報課 【個別進学相談会】

●10:00～16:00 1階

就職支援センター

【～しらさぎカフェ～卒業生のカタリバ】

★射的 《縁日》 1階 K102

情報ビジネス学科1年

■10:00～15:00 4階 K404

情報ビジネス学科 『ホームカミングデー』

★10:00 1階 ﾗｳﾝｼﾞ

《心と身体の美容コーナー》 学生課・保健室

ﾘﾗｯｸｽ度ﾁｪｯｸ･皮膚水分ﾁｪｯｸ・ﾏｯｻｰｼﾞ

●10:00～13:00 4階 M405

子ども学部 【子ども科学体験】

●10：00～15：00 5階 M503

子ども学部 【おやこ広場】

■11:30～13:00 3階 M301

映画上映 『夢みる小学校』

■10:00～15：00 5階 Ｍ501

子ども学部 『ホームカミングデー』

 授乳場所 5階 M501

体育館

●12:30～15:00 1階ロビー・1101教室

人間栄養学科3年

【栄養セミナーⅢ 活動報告会】 展示説明

★ジェンガの積み立て《展示》 2階 1201A

人間栄養学科1年

★ストライクアウト《ゲーム》 3階 1304

総合生活学科1年

■10:00～15：00 3階 1303

総合生活学科 『ホームカミングデー』

■10:00～15:00 4階 栄養教育実習室(1401教室）

現代生活学部 『ホームカミングデー』

★ゴーストバスター 《展示》 1階 3101

保育学科1年

■10:00～11:00 1階 3103

保育学科 【リカレント研修会】

■13:00～15:00 1階 3101・3103

保育学科 【ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ】

 



☆お問い合わせ☆ 

白鷺祭実行委員会 TEL（086-292-1171） 

 

☆お願い☆ 

※ご来場の祭は、マスク着用でお願いいたします。 

※入り口では検温・消毒・連絡先のご記入をお願いいたします。 

※飲食は、指定の場所でお願いいたします。食事の時も話すなら必ずマスクを。 

 黙食をお願いいたします。 

※会話の時はマスク会話をお願いいたします。 

※ご来場は、JR のご利用が便利です。最寄り駅 庭瀬駅から徒歩約 15 分。 

出来るだけ公共交通機関をご利用ください。なお、駐車場は、運動場へ用意しております 

が、満車の場合は駐車できないこともございます。ご了承ください。 

※ペットとご一緒のご来場はご遠慮ください。障がい者補助犬は可能です。  

※敷地内は全面禁煙です。 

 【健康増進法の一部改正により大学周辺も喫煙場所を設置していません。 

  ご了承ください。】 

 


